
光文社電子書籍 新刊予定
2019年

4月
https://www.facebook.com/kbs.denshi

4334950795
¥900

格差社会の生んだ闇に迫る、クライムノベルの決定版！

年間250泊するホテル評論家が、星野リゾート22施設を徹底取材！

4334044093
¥880

4334912737
¥1300

冷凍庫の活用レシピが満載！

冷凍つくおき
nozomi
作り置きブームの立役者、『つくおき』シリーズに、冷凍作り置きおかずが仲間入り！　作っ
たおかずを美味しく冷凍、温めるだけで即いただきます。すきま時間に下ごしらえして冷凍す
れば調理時間を大幅短縮、できたておかずが食べられる。冷凍庫を活用すれば、毎日のご
はんづくりはもっともっとラクになる！　上手な冷凍と解凍のコツ、おいしさ長持ちの秘訣、冷
凍庫の整理術まで網羅した、使える冷凍おかずレシピ！

Blue
葉真中顕
平成という時代があった。その時代が始まる日に生まれ、終わり日に死んだ一人の男がいた。
名は青、母親は彼をブルーと呼んだ――。平成元年に生まれた男。平成15年に迷宮入りし
た青梅教員一家惨殺事件。平成が終わる直前に起きた多摩ニュータウンカップル殺人事件。
ひとつの時代の中でつながっていく真実。児童虐待、子供の貧困、モンスターペアレント、
外国人労働者。格差社会の生んだ闇に迫る、クライムノベルの決定版！

辛口評論家、星野リゾートに
ぜんぶ泊まってみた
瀧澤信秋
拡大を続ける「星野リゾート」は他のホテルと何が違うのか？ 辛口で知られるホテル評論家・
瀧澤信秋が、約3年をかけて星野リゾートの徹底取材を敢行！ 星野リゾートの強みと課題を
解き明かす本編と、施設ごとにまったく違う魅力を探った巻末ガイドからなる二部構成。旅好
き、星野リゾートファン、まだ泊まったことのないあなたにもおすすめできる一冊！　星野佳路
代表の経営戦略に迫った、2万字インタビューも収録。

ブ ル ー



11日発売 光文社キャラクター文庫

12日発売 コミック

営業の新山さんはマンションが売れずに困っています
タカナシ
大手不動産デベロッパーに勤務する新山里香（にいやまりか）は、「マンションの王子様」
こと、佐野航（さのわたる）が全社No. 1営業マンとして君臨するマンション販売営業部へ、
想定外の異動を命じられる。彼の下で営業を始めるが、不倫の怪文書が出回ったり、ス
トーカーされたりと前途多難だ。新しい業務に悪戦苦闘しながらも成長していく里香の、
真面目で天然なお仕事小説登場！

4334778356 ¥600

いみず野ガーデンデザイナーズ
ワケあり女子のリスタート　　蒼井湊都
父が倒れたのをきっかけに富山県にある実家の「はなまる造園」を継いだ咲和（さわ）。
東京育ちの咲和は雪国の勝手がわからず、年下の涼太（りょうた）に怒られる日々を過ご
していた。そんな中、小学校の花壇づくりの仕事を通して教員・朝倉（あさくら）と親しく
なる。朝倉は近所の寺を一人で切り盛りする住職でもあり、その優しい人柄が、咲和の固
くなった心を解かしていって⸺。

4334778364 ¥600

¥200

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第13弾。　偶然ゲイバーで出会った同僚の皆見を、来島がお持ち帰りして始まった二人の
愛の生活。だが内気な皆見は、その生活に心から踏み込めずにいた。そんなある日、残
業で遅い来島を心配する皆見の前に、来島を下の名前で呼ぶ後輩が現れて……。　※本
作品は『僕の知らない恋の話［村上左知BLシリーズ 3］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】13　　村上左知

26日発売 コミック

¥200

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第14弾。　幼なじみの辰巳のことを好きすぎて、素直になれない彰。実は彰は、幼い頃
に辰巳からプロポーズされていたのだが、辰巳はすっかり忘れているだろうと思い、淡い気
持ちを秘め続けていた⸺。そんな二人の思いが交差する、高校時代の甘いエピソード☆
　※本作品は『僕の知らない恋の話［村上左知BLシリーズ 3］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】14　　村上左知

¥200

「エロいアナがヒクついてるぞ」「キモい…」可愛くない言葉とは裏腹に、作り変えられた
凛の体はミツの激しい突きを従順に受け入れて⸺!!　アイドルグループに所属しジェン
ダーレス男子としての地位を確立した凛だったが、それは完璧に計算しつくされた上での姿
だった。そんな裏の顔を知るのは、敏腕マネージャーのミツ。疲弊する凛をセックス込みで
癒やすのもミツの大事な仕事で…。腹黒マネ×猫かぶりアイドルの執着ラブ!!

モノポライズ 1　　ともち



¥200

獣の姿で生まれ、成長すると獣人型になる希少種『獣人類』。彼らの『番（つがい）』に
選ばれると、性別問わず出産できる身体になるという⸺。子どもの頃から獣人類の犬・
太郎を飼っている雪也。人間たちの間では「獣人類の番に選ばれると成功と幸運がもたら
される」という噂があるため、太郎に群がる人間がいるのにうんざりしていた。しかし、心
のどこかで太郎の番が見つからない事に安堵していたが…？

Loveless SEX Dog １  あいのない獣　　霧嶋珠生

30日発売 FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集R　岩本和子　神秘
岩本和子／西田幸樹［撮影］

39歳という年齢で衝撃のグラビアデビューを果たし、“美しすぎる39歳” と絶賛された岩本
和子の初ヘアヌード写真集がついにデジタル化！　ロケ地はなんと中東の砂漠リゾート都
市・ドバイ。エキゾチックな雰囲気の中で、奇跡の肢体と美貌が織りなす、エロスと官能
の世界は圧巻だ。美の秘訣を「毎日、男性に愛されたらこうなるとか考えていますので、
常にときめいています」と笑う彼女は、惜しげもなくヘアを見せている。

¥1200

FLASHデジタル写真集　志田友美　アイドルの魂は美脚に宿る
志田友美／西條彰仁［撮影］

アイドルグループ・夢みるアドレセンスのメンバーにして、ファッション誌の専属モデルとし
ても活躍する志田友美。FLASHからは初のデジタル写真集となる本作では、アイドル界で
随一と噂される彼女の超絶美脚と、抜群のボディラインを余すところなく撮り下ろし。撮影
当日、愛する故郷の岩手県から撮影スタジオに始発で3時間以上かけて駆けつけた彼女は、
疲れをいっさい感じさせず、豊かな表情を見せてくれた。ぜひ、見惚れてほしい。

¥1200

FLASHデジタル写真集　都丸紗也華　着衣巨乳～ぴっちぴち～
都丸紗也華／西條彰仁［撮影］

前回のFLASHデジタル写真集「とまるまるをお持ち帰り…」の大ヒットを受け、待望の新
作がこの度発売。春ドラマ「のの湯」（BS12）に出演するなど、女優としての活動の幅を
広げている、都丸紗也華。「着衣巨乳」をテーマに、芸能界屈指の美バストの “輪郭” が
わかるような衣装で撮影。ワイシャツやニット、水着など、計10パターンの衣装が楽しめる。
都内のマンション1室を貸し切り、都丸紗也華との「同棲」が味わえる1冊だ。

¥1200

文豪とBL １
江戸川乱歩の恋　竹久夢二も愛した岩田準一との出会い　　九州男児
大正6年、三重県鳥羽。平田太郎（後の江戸川乱歩）は岩田準一という画家に出会う。
岩田は美人画で有名な竹久夢二の一番弟子なだけでなく、男性すらも魅了する美少年だっ
た。しかし、平田はその美しさには興味が無く、岩田の描く絵を一心に愛した事が岩田の
恋愛感を大きく変え⸺。文豪達の知られざる同性愛を紐解く禁断の物語シリーズ第一弾。
※こちらのお話は「こうだったかも」という解釈が入ったフィクションになります。

¥150

第1話無料、第2話以降¥100

【カルト漫画家イトウセイコ、衝撃のサブカルＢＬ長編作品！】同じ高層タワーマンションで
生まれ育った二人の高校生男子。いつも一人でいる37階の白戸完、3階に住む社交的な天
野幸信。そのダウナーな微妙な関係性に変化が⸺!?　ほとばしる繊細さ、自主映画的な
映像センスが癖になるダウナー系作品。

高層の子　1～18　　イトウセイコ



26日発売 光文社新書

0円で会社を買って、死ぬまで年収1000万円
個人でできる「事業買収」入門　　奥村聡
日本の多くの中小企業が「後継者不在」の問題を抱えている。廃業予備軍の会社が日本
には127万も存在し、世はまさに「大廃業時代」を迎えている。個人が0円～ 300万円の
価格で会社を買って自らの手で成長させ、安定した収入を得る。幸福なキャリアを追及す
ることで勝手に地域社会の課題解決に繋がる、おいしい一石二鳥を叶える「事業買収」の
秘訣を、「社長のおくり人」の異名を持つ著者が伝授する。

4334044042 ¥840

大量廃棄社会
アパレルとコンビニの不都合な真実　　仲村和代／藤田さつき

「このままじゃだめだよな」。ふと思うことはありませんか？　たとえば、一回も袖を通すこ
となく、洋服を捨てる時。イベントだからと買った恵方巻きやケーキを食べ切れなかった時。
新品の服が1年間に何億枚も廃棄されていることを知った時。たくさん作って、たくさん買っ
て、たくさん捨てる。それが当たり前の時代だが、「無駄」のウラには必ず「無駄」が隠
れている。朝日新聞記者が、その実情と解決策を徹底リポート。

4334044050 ¥880

12階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと  
モカ／高野真吾
東京・新宿でバーの経営や人気イベントを手がけ、経営者や漫画家として活躍していたモ
カさんは、鬱病を悪化させ、29歳の時、マンションの屋上から飛び降りた。奇跡的に生還
後は、社会への「貢献」を意識し、600人以上の「生きづらさ」を抱える人に無償でお悩
み相談をしている。デザイナー、プログラマー、元男性のトランスジェンダーでもある彼女
の多才かつ献身的な活動を、取材する記者がまとめる。本人の描き下ろし漫画も。

4334044069 ¥920

「％」が分からない大学生  
日本の数学教育の致命的欠陥　　芳沢光雄
英国で最底辺の労働にジャーナリストが自ら就き、体験を赤裸々に報告。働いたのはアマ
ゾンの倉庫、訪問介護、コールセンター、ウーバーのタクシー。私たちの何気ないワンク
リックに翻弄される無力な労働者たちの現場から見えてきたのは資本主義、管理社会の極
地である。グローバル企業による「ギグ・エコノミー」という名の搾取、移民労働者への
現地人の不満、持つ者と持たざる者との一層の格差拡大は、我が国でも始まっている現実
だ。 4334044077 ¥780

1964東京五輪ユニフォームの謎  
消された歴史と太陽の赤　　安城寿子
誰が「日の丸カラー」を作ったのか？⸺気鋭の服飾史家が、豊富な資料と取材に基づき、
闇に葬り去られようとした赤いブレザー誕生の歴史を発掘。なぜ歴史は消されかけたのか、
詳細に分析する。「Yahoo!ニュース 特集」でも大きな話題に！

4334044085 ¥880



26日発売

4334912745
¥1300

農林水産省の酒井恭平は、“サトゥルヌス・リーチ” という未知の寄生虫が日本に入ってく
るかもしれない、と聞かされる。対策のため招聘したという専門家、ジャカランダ・マクア
ダムスを成田に迎えに行った酒井は、ジャカランダがネコ科の動物を連れた、まだ大学生
の美女だったことに驚く。戸惑いつつも霞が関に戻ると、農林水産省の上層部と警視庁警
備部の人間たちが待っていた。いったい何が始まろうとしているのか……？

不老虫　　石持浅海

4334912796
¥900

ワンマン社長が下した突然の休刊宣言⸺文芸誌は滅びてしまうのか!?　斜陽と呼ばれて
久しい出版業界で、若手編集者のコン藤リンは、作家のため、作品のため、読者のため
……そして文芸の未来のために、あらがい走り続ける！　編集者のリアルを真っ正面から描
く“胸アツ”な業界お仕事漫画！　「小説宝石」と「cakes」で掲載された人気連載全18話に、
書下ろしのおまけ漫画と各話解説合わせて40ページ以上を加えた待望の単行本化！

ぽんぽこ書房　小説玉石編集部　　川崎昌平

4334764061 ¥700

昭和23年6月、入水した太宰治と山崎富栄。天才作家と日本初の美容学校創立者の令嬢
は、どのように出会い、恋に落ちていったのか……。いまだ謎に包まれる情死の真実とは!?
　二人の生涯、太平洋戦争、恋と創作の日々、残された家族の思いを、徹底した取材で
描き、スキャンダル「玉川上水心中」の真相にせまった愛の評伝小説。第29回新田次郎
文学賞受賞作。

恋の蛍  山崎富栄と太宰治　　松本侑子

文芸書

4334912753
¥1200

城石明音は先天性の心疾患を患っていた。8歳の時に病状が悪化し、両親は渡米しての心
臓移植手術を決断する。しかし、そのためには1億5000万円という莫大な費用が必要だっ
た。懸命の募金活動の末、募金額は目標額を超え、明音はアメリカに渡った。幸いドナー
も見つかり、手術も無事に成功し、明音は一命を取り留めた。誰もが明音の生を祝福して
いるかのようだった。このときまでは⸺。重い余韻が胸に迫る、著者の新境地！

心音　　乾ルカ

433491277X
¥1300

1945年8月。敗戦によって、大人たちは浮き足だっていた。占領軍におびえ、治安は乱れ、
隠匿物資のブローカーは跋扈している。大本営や軍需産業の中枢にいた幹部たちは保身に
汲々としていて、日本はどうなってしまうのか、小林少年にはさっぱりだ。そんな中で目撃
した二十面相の犯行予告は四谷重工業の社長・四谷剛太郎に向けられたものだった……。
世紀の大怪盗と軍需産業の首魁。騙しあいの果て、勝つのはどっちだ!?

焼跡の二十面相　　辻真先

4334912788
¥1200

集中豪雨で崩壊、全滅した山村にただ一人生き残った男を、テレビカメラとレポーターが、
貪るようにしゃぶりつくす。遺族の感情を逆撫でし、ネタにしようと群がるハイエナたちに、
男は怒りがはじけ、暴れ回る。だが、男をさらに過酷な仕打ちが⸺。強烈な皮肉と諧
謔が、日本に世界に猛威を振るっている「第四の暴力」マスコミに深く鋭く突き刺さる！　
ギョーカイに疑問と不信を抱くすべての人に贈る問題作、激辛の味付けで登場!!

第四の暴力　　深水黎一郎

コミック
ふろうちゅう



ボディ・ピアスの少女　新装版  探偵・竹花　　藤田宜永
夏の深夜、探偵・竹花は男に襲われていた少女・夏子を助けるが、ボディ・ピアスをした
彼女は翌朝消えていた。殺人事件の新聞記事に、夏子の所持品の写真と同じ男を見つけ
た竹花は、被害者の家を訪れる。夏子は大手企業会長の孫だった。会長からの依頼で失
踪した夏子とその兄の行方を追う竹花。だが彼の前に、新たな殺人が……。人気シリーズ
第一作が新装版で登場！

4334772706
¥800

和解せず　　藤田宜永
クラシック音楽のプロモーター・伊木章吾は、絶縁状態にあった大物政治家の父親の通夜
に赴くが、参列を拒否される。その直後、章吾が招聘したチェロ奏者が逮捕され興行は中
止に。さらには同業プロモーターの殺害事件、弟と妹に起きた不正献金疑惑と、次々と困
難が降りかかる。そこへ現れたかつての恋人、美香子。孤独のなかに生きる男の愛は、ど
こへ向かうのか!?

4334768113
¥950

探偵・竹花　潜入調査　　藤田宜永
約20年前、金融会社社長が事務所で金庫破りと鉢合わせをして刺殺された。社長の娘か
ら依頼を受けた探偵・竹花は、情報を受け犯人と思われる男が暮らす新潟に赴く。だがそ
の男の身辺を探っていくうちに、竹花の周りで不可解な出来事が次々と起こる……。（表題
作）　しぶとく、そしてクールな男・竹花が、人間の悲しい性と心に寄り添い事件を解決す
る、珠玉の全4編！

433477301X
¥800

コレって、あやかしですよね？～放送中止の怪事件～　　斎藤千輪
ネット放送の『あやかしTV』は、現代にも残る不可思議な現象やスポットを徹底調査して
いく番組。アシスタントディレクターの香月都は、オカルト否定論者のディレクター・倉橋匠
とともに、各地を飛び回る毎日だ。“不思議” の謎を解き明かすうち、その向こうに見えて
くる人々の切実な想いとは？　せつなくて心温まる連作ミステリー。シリーズ第1弾！

4334777856
¥600

島燃ゆ　隠岐騒動　　松本侑子
日本海の隠岐島。討幕の2人の天皇が流された勤王の地。尊王攘夷派の若き庄屋・井上
甃介は、幕末、農民3000人を集めて武装蜂起。幕府寄りの松江藩を島から追放し、世界
初の自治政府を立てた。王政復古と維新に、夢をかけた男たち。だがその理想は、新政
府に裏切られる。大いなる志を胸に闘い、倒れた若き志士たちの青春と復讐、再起を描く、
激動の幕末維新ロマン！

4334772846
¥550

たまゆらの愛　　藤田宜永
私設美術館の館長として静かな日々を送る宝田正太郎は、息子の結婚式で新婦の母親・
希代を紹介される。希代は、かつて正太郎が兄から奪った女性・美津江の実の姉だった。

『宝田さん、覚悟はおあり？』強烈に惹かれ合うふたりは関係を深めていき、正太郎の人
生の歯車は狂っていく……。しがらみに満ちた大人の男女が、それでも究極の愛へと突き
進む長編恋愛小説。

4334763944
¥850



ニコマコス倫理学（下）　　アリストテレス［著］／渡辺邦夫・立花幸司［訳］

なぜ欲望に負けてしまうのか。役に立つ、楽しい人だからと愛するのは、愛なのか。快楽
を追究するのは悪いことなのか。下巻では、行為と思慮深さの関係、意志の弱さにかんす
る哲学的難問、人生における愛と友人の意義、そして快楽の幸福への貢献についてアリス
トテレスは根源的に考え抜きました。現代的な意味をもつ究極の「幸福論」。

4334753248
¥1210

ニコマコス倫理学（上）　　アリストテレス［著］／渡辺邦夫・立花幸司［訳］

自分のまっとうな努力で得た徳（アレテー）のみが人の真の価値と真の幸福の両方を決め
る。そして徳（アレテー）の持続的な活動がなければ人は幸福ではない。と考えたアリス
トテレス。上巻では幸福とは何かを定義し、勇気と節制、正義、また気前の良さ、志の高
さなど、人柄の徳（アレテー）について考察する。若者が自分の人生を考え抜くための書物、
倫理学史上もっとも重要な古典です。

4334753221
¥1210

奴隷商人サラサ  生き人形が見た夢　　大石圭
かつて奴隷として買われ、今では奴隷を売買する立場になったサラサ。彼女の頭を離れな
いのは、自分とともに売られ、行方がわからない妹アリアのことだった。その妹は、上海
で、ある男に愛人として飼われていた。彼女の妊娠が発覚したことから、姉妹二人の運命
は大きく動き始める。そしてサラサを襲う卑劣な罠とは？　衝撃の展開から目が離せないサ
スペンス長編！

433477802X
¥700

居酒屋宗十郎　剣風録　　鳥羽亮
神田花房町にある居酒屋『福田屋』の離れで寝起きする滝川宗十郎。小身旗本の家を出
て福田屋の居候となった宗十郎は、福田屋の仕事を引き受けている。それは、福田屋が表
の居酒屋とは別に手掛けている「闇の仕事人」だった。柳生新陰流と一刀流をもとに編み
出した神速の剣で、悲劇の道場を救うことができるのか。息を呑む剣戟が溢れる、著者渾
身の新シリーズ開幕。

4334778119
¥600
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